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みなさん、こんにちは！いかがお過ごしでしょうか。4月 5月はやはり色々なこと
が始まりますね！みなさんはいかがでしょうか。私は 4月から、名古屋の二つの
語学学校で日本語を教え始めました。久しぶりのクラス授業で、緊張とワクワク

で始まった授業ですが、なんとか学校を掛け持ちながらやっています。やはり教

えるという作業はどこにいても同じということを改めて感じています。名古屋の

学生は東京の学生と比べると、なんとなく、ゆる〜く、ゆっくりマイペースな雰

囲気があって、毎日しっかりお尻を叩かないと火がつかないというのんびりな学

生が多い印象ですが、彼らの純粋な勉強したいという気持ちに刺激される毎日で

す。こんな感じで、語学学校で教える毎日が始まったわけですが、私には密かに

目標があります。将来は、海外で自分の好きな国の大学で日本語を講師として教

えていきたいという夢です。そのために、イギリスでMA（修士課程）を取得し
たので、できれば今後に活かしていきたいと考えていました。ただ、そんな夢は

なかなか難しい世界なので、今は語学学校でもう１度自分の教授について、基礎

固めをしようと考え、今年の海外へのステップは諦めかけていた矢先、タイのバ

ンコクの大学からお話を頂き、ゴールデンィークを使い、バンコクまで面接に行

ってきました。初めてのバンコク、初めてのタイで、面接に行くのもかなりドキ

ドキでしたが、新しい国に飛び込む緊張感と興奮でタイに飛ぶ前日はよく眠れま

せんでした。バンコクまでは、なんと名古屋から直行便があり、６時間で到着！

時差も２時間ととっても快適なフライトでした。そして、タイに着き、驚いたの 

     

は、まず、英語が通じることです。空港からホテルまで明け方

に着陸したというのもあり、タクシーを使ったのですがタクシ

ーの運転手の人も拙いですが、英語が通じ、本当に一安心！運

転手さんは５０〜６０代ぐらいでしょうか。そして、ホテルに

着き、フロントのお姉さんはもちろん、英語が通じ、さらに、

ご飯を食べに毎食市場に行ったのですが、店のおばさま、おじ

さま、お姉さん、お兄さん、みんななんとなく英語を理解して

くれ、特にお金は全て英語で対応してくれました。バンコク中

心部は日本企業や欧米の企業のオフィスがたくさんあり、びっ

くりしました。街は、たくさんの欧米人や日本人、アジア人で

活気があり、英語が飛び交っている環境でさらに驚きました。

そしてタイ・バンコクは何と言っても、物価が安く、食べ物も

美味しく、人も笑顔で（さすが微笑みの国！）、治安も悪くな

く、とっても素敵な場所でした。さらにマッサージをとっても

安く受けられて（タイ式マッサージ！）、滞在中ほとんどマッ

サージをしに行ってしまいました・・・。今回は面接で行った

ので、精神的にも観光は面接が終わってからしかできませんで

したが、タイのお寺に行ったり、市場に行ったり、川を船で渡

ったりと、数日間でぎゅっと詰まった充実した時間を送ること

ができました。今回のタイ訪問で、英語がかなり通じること、

近代化した街とタイの古く伝統的な部分が融合した魅力的な

場所であるということ、さらにタイ人はとても温かい人々だと

いうことがわかり、とっても素晴らしい時間となりました。日

本人の私は、タイに負けてられない！日本もオリンピック開催

国だし、もっともっと海外からの風を受け入れ、日本の魅力を

伝えられるようになりたい！と感じました。そんなこんなで過

ぎていってしまったゴールデンウィーク！みなさんはどんな

ゴールデンウィークだったでしょうか？さて、私は今日も元気

１００％で授業をしてきたいと思います！それでは、また来月

号で！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Chiko 

元気が出る‼	 今月のおすすめの一冊。	
5月号は先月に続き「喜多川泰氏の講演会報告(その 2)」です。 
誰かのための自分	 要はですね、誰かのための自分、っていう発想で

すよね。その、誰かのための自分という発想に行き着いた時に初めて、

子供達っていうのは、勉強することだったり、努力をすることだったり、

自分の能力を磨くことだったり、そういうものが嫌じゃなくなるんじゃ

ないかな、と思います。 
先日、うちの会社の会計をやってくださっている税理士さんとお話をし

たんですね。合格率は実質2〜3％。何年受けても合格しないので、免許
がないまま税理士事務所で働いている人もたくさんいる中で、16年かけ
て税理士免許を取った人なんですね。だけどなんでやり続けたのか? そ
の人はこう答えました。「わかんないですけど、自分が税理士にならな

ければ、助けられないじゃないですか。ここで『試験、や〜めた!』って
なったら、今までと同じような仕事はできるし、お客さんに対してやっ

てることは変わらないのかもしれないけど、いざ、助けって!! っていう
時に、助けられないですからね。免許がなければ…。だからそのために

頑張ろうと思いました。だから、絶対取ろうというふうに思いました」 
やっぱり、誰かのための自分、というのを意識しなければ、僕らは本当

の自分の力というのは出せないと思うんですね。その、誰かのための自

分、っていうのを突き詰めていくと、「昨日よりも今日、今日よりも明

日の方が、少しでもいいから力を持とう、磨こう」という気持ちに繋が

っていくんだろうなぁ、というふうに思います。 
個人の幸せをどこまでも追求していいって、僕らは教わって育ってきた

ような気がします。例えば、僕が中学校・高校時代はですね、先生や親

からは言われたわけですよね。「お前らの時代はいいぞ〜。自分の幸せ

を求めて生きて行ったらいいんだぞ。自分の好きなように、自分の人生

を使っていいんだぞ」っていうふうに言ってました。ある意味、それを

言われて嬉しかったなっていうふうに思って育ってきました。ところが

ですね、多くの人が自分の幸せってなんだ??? っていうことがわからな 

くて、迷走しちゃうようになっちゃうんですね。だからきっと個人の幸

せをどこまでも追求したら幸せになる、っていう考え方は、もう終わっ

たんだと思うんです。つまり、前の時代が考えた、「未来はこうなるぞ」

っていう期待だったのかもしれない。だから僕らは「僕らの幸せってな

んだ?」「子供たちの将来の幸せってなんだ?」ということを、もう 1回一
から考えなきゃいけないと思うんです。特に、親の世代、僕らの世代が

真剣に考えなければ、「次の時代の幸せってどうやって作っていくのか」、

分かんなくなっちゃうんですね。 
先生という仕事をしていると、こう言った視点を持っている人がすごく

少ないんだな、ということをすごく感じます。考えていたとしてもそれ

は残念ながら、今の世の中に合わせて考えた幸せの視点です。「今の世の

中、こうでしょ!? だから、子供もこう育てておいたら幸せになれるよね」
っていう視点です。でもこれは、できないです。今の世の中の常識に合

わせて、子どもを幸せにしようとして 20年も経てば、彼らが大人になっ
た時には、それとは全然違う常識になっているんですよね。そのことを

頭の中に入れながら、子どもたちに接したり、子どもたちと話をすると

いう人が、僕はすごく少ないような気がします。むしろ、最初はそのつ

もりなんだけど、だんだん少なくなって行っちゃうんだろうな〜、って

思うんです。これ、僕自身も含めてです。 
例えば、僕が先生になった時に、出会った子どもたちにとって、生涯に

一番いい先生だった、と思われたかったんですね。それで、先生になっ

たんですよ。そしたらね、1年経ち、2年経ちしていくうちに、自分が何
やってるかって言ったら、もう目の前のテストですよ。目の前のテスト

でいかに 1点多く取らせるか、どうやったら 5点増えるか、ず〜〜〜っ
とやってるんですよ。ものすごく近視眼的なので、「もう少し先を見なき

ゃな」って思うようになって、目の前のテストの点数だけじゃなくって、

例えば次の成績どうかとか、中学生教えたら高校入試がどうだ、ってい

うふうになる。この子、どういう高校行きたいんだ? じゃあ、そのため 



に、こうやって頑張って行くんだぞ。そのために必要なのはこうい

う経験だろ、こういう勉強だろって。そういう勉強を経験しながら、

人間として成長して行くんだぞ、っていうことを教えてるんですよ。

教えているんですけれども、やっぱり「なんとかこの高校に合格す

るためには何が必要なのか? この子に何をやらしたらいい?」という
ことをず〜〜っと考えていくんですね。そして、どんどん、目標に

は近くなって行くわけです。ところがですよ、そう言った勉強をし

た彼らが高校生になって、何年かたって再会したら、「あれっ」って

思う生き方をしてる子もいるんです。僕が一生懸命教えた男の子な

んですが、最初は全然勉強しなかった子が勉強するようになって高

校入って。周りの先生たちもびっくりしてました。ところがですね、

道端でその子にばったり会ったんですね。その子は学校やめてまし

た。それはもう、最初からそうです。僕が先生を始めた頃からそう

でした。 
そういう経験を何度もする中で、僕らはもっともっと先を見れる人

になんなきゃいけないんだな、とその時思ったんです。 (講演当時は
2月) お子さんの中にはちょうど今、高校入試・大学入試を迎えてい
る方がいると思います。そうでなくても、今、試験期間中だったり

します。だから学年末の試験・勉強…してるのかな? してないのかな? 
とかね。それぞれの学年で、そういう風に親としては悩みが尽きな

いと思います。だけどですよ、5年後の幸せのことを考えてあげたら、
もしかしたら、「言う言葉。かける言葉。やってあげること」ってい

うのは変わるんじゃないかな、と僕は思うんです。もっと言うとで

すね、「10年後とか、20年後とか、30年後とか、もっともっと長い
スパンで、子供が将来の幸せのために何が必要なのか、そのために

何をしてあげられるのか」って言うのを真剣に考えていくと、今、

目の前の子どもに対してあげるものが、変わっていくような気がす

るんですね。これは例えば、自分の部下だったり、同じ会社で働く

仲間だったり、そう言う人たちに対しても同じですね。そう言う視

点で考えていくと、100年後の子供の幸せを考えて、子育てをしてい
る親とかそう言う人達っていうのが、段々だんだん少なくなったん 

れました。お菓子を持って。まあ、時間が遅れたことに関してはいかんな、

という話はせにゃいかんですよね。せにゃいかんけれども、うちの娘も、こ

う誇らしげにチョコパイを見せるわけです(笑)「友達のお母さんからチョコ
パ〜〜〜〜イ!」僕はでも、それはすごく嬉しかったんです。誰かの役に立
つっていうことを彼女が自分で選択したということですよね。つまりです

ね、僕自身は、例えば自分がやりたいことをやっている時に幸せを感じるん

です。けれども、それ以上に自分が能力を磨いて、自分が力をつけて、その

力によって誰かを幸せにできた時、つまり別の言い方をすると、僕が生まれ

て来た役割を果たせた時の方が、すごく幸せを感じる。そうか、なるほど、

自分の夢を実現するだけが幸せを感じる方法じゃない。もっと大きな幸せの

感じ方もあるな、と気付くんですね。したら、どうするしかないかって言っ

たら、自分の能力を磨くしかない。どんどん、どんどん、もっと、もっと、

力をつけよう、というように思うようになりました。だって力がついたらで

すよ、昨日まで助けられなかった人を救えるかもしれないじゃないですか。

だからなんでもいいんです。主婦だったら主婦力をあげればいいし、先生た

ちは授業力をあげればいいし、会社員で自分が事務だったら事務力をあげれ

ばいい。今の自分よりももっと力をつけたい。で、「何のために?」って、「誰
かを救うために!」。で、そういう救えた瞬間がやって来たら、僕らは幸せを
感じることができるっていうのは、多分、僕らの人生でなんども経験するん

ですよ。でも、もっともっと生きていくと、その先があるんですよね。例え

ば自分の子供がそういう生き方をしているとか、これはすごい無上の幸せと

言いましょうか。 
で、あのこれも、まだうちの娘がまだ幼稚園の時の話ですが、僕は携帯電話

にストラップっていうものをつけない主義なんです。ジャラジャラつけるの

が嫌いなんです。ただうちの娘がそれを見て、なんかかわいそうだと思った

んでしょうね。パパのだけなんかさみしいと思ったんでしょうね。で、携帯

ストラップ、作ってくれたんです。なんか嫌な予感しません? 材料、紙粘土
ですよ。紙粘土の、こんないい感じの鉄球くらいある大きさのやつを丸めて、

そこにビーズをこうやってつけて。で、色塗って、ニス塗って、中に紐通し

て、そこに色とりどりのこれくらいの長さのストローをナナフシみたいにし 
て繋いで、紐でギュっとやったやつを、「パパ、ストラップ〜!」って言って、
くれたんですね。一応誤解を恐れず言っておきますよ。嬉しいですよ。嬉し

いんですけれど…。ですけど、結構重量感あるんですよ。まっ、携帯電話よ

り重いんじゃないか!?、っていうくらい紙粘土よく使ってくれましたね。そ
りゃぁもう、その思いは嬉しいんです。 
けれども、それ以上に嬉しかったのは幼稚園で授業見学に行った時にです

ね、うちの家内と並んでいると、同じクラスのお母さんが僕らのところに来

て、「実はうちの子、幼稚園に行きたくないっていうふうに言うんですが、

ところがいつも沈んでいるとですね、おたくの娘さんが話しかけてくれるん

ですよ。その話しかけてくれることが原因で幼稚園が好きになったし、行け

るようになりました」っていうふうに言って下さったんですよね。どっちが

嬉しいですか? 僕にとっては、僕が何かをもらうよりも、その彼女がそんな
ふうに思ってもらえた、もしくはそんなことやってくれた、って言うことの

方が、無上の幸せだったんですよ。もうこれ以上ない幸せでした。 
つまり、幸せの形っていうのは、よく言われている、例えば、子どものため

に「一生懸命勉強したら、こうやってこう言う仕事につけるんじゃない?」
とか「こういう収入があるじゃない。幸せになれるじゃない。安定してるじ

ゃない」って、そればっかりじゃないって言うことです。けれど、そればっ

かりしか教わらなかったりするわけです。だから僕らは、もっと違う視点を

持たなきゃいけないんだろうな、って思いました。で、自らの仕事を通じて

ですね、そう言う視点を持てた人から、僕は、その仕事において一流の人に

なっていくんだろうし、その仕事において救える人がすごくたくさん増えて

いくんだろうなぁ、というふうに思っています。        まとめ 小林義和 

だろうな、って感じたんです。 
実は僕は大人になるまでに、そういうことを言ってくれた大人に出

会いませんでした。僕、小学校・中学校・高校・大学というふうに

行きましたけれども、そこで出会った先生の数は 100をくだらない
んですよ。でもその先生方の一人も言われませんでした。代わりに

全員こう言いましたよ。「お前は自分の好きにやっていいんだぞ。自

分の将来は自分の幸せのためにあるんだぞ。好きなこと、なんでも

やれ!」っていうふうに言ってもらいました。つまり、「今の自分の、
自分の将来の幸せを、一生懸命追求しなさい」って言われたんです。

でもですよ、実際、視点をどんどんどんどん遠くしていくと、100年
後の幸せを考えて指導をする誰かがいてもいいんじゃないかな、と

思うんですよ。もっというと、誰かいなきゃいけないんじゃないの

かなぁ、と思うんです。みなさんのお子さんの 100年後の幸せって
なんでしょう? だいたい 100年経ったら死んでるので、自分の子供の
100年後の幸せは考えなくていいかな?、ってなっちゃいません?	 つ
まりですよ、100年後の子供達の幸せって何かって言ったら、今いる
自分の子孫の幸せ、ってなるんですよ。子孫の幸せを考えないで、

僕たちが時代を築きあげていったら、この先どうなっていくかって

いったら、やっぱり、どんどん、どんどん、生きにくい世の中にな

るに決まってるんですね。だから僕たちの幸せの追求っていうのは、

個人の幸せの追求だけじゃなくって(もちろん僕はこれもすごく大事
なことだと思いますが)、でも、自分はどんな時に幸せを感じるんだ
ろうっていうのを突き詰めて考えていくと、欲しいものを手に入れ

た、やりたいことをやった、自分が行きたいとこに行った…。でも、

これだけじゃないと思うんですね。これ以上にもっと大きな幸せを

感じる瞬間っていうのが、僕らの周りにも沢山ありますよね。その

うちの一つが、自分が誰かの役に立ったとか、自分が誰かの役に立

ったということだけじゃない幸せが、実は、僕らの人生にたくさん

あります。もっと幸せな瞬間ですね。皆さんもきっと経験したこと

があるかもしれないですけど、まあ、、、幸せな瞬間でしたね。 
うちの娘がですね、友達と遊んでいたんですね。5:30に帰ってくる
っていう約束だったのに、5:30に帰ってこなかった。結局、帰って
きたのが 7:00前くらいだったそうです。家内が「何やってたの?」っ
て聞いたら、「実は、友達が携帯電話をなくしちゃったからそれをみ

んなで探していた。それで帰るに帰れなかった」、っていうような話

だったそうなんですね。その後、友達と友達のお母さんが家に来て

くれて、お菓子を持って来てくれました。幸い見つかって、こうや

ってお礼に回ってるんです、っていうふうにして、うちにも来てく 

喜多川先生の話にあるように、他人を助けら

れるよう、もっと強く、明るくなるために、

魔法の言葉があります。それが「かも」と

いう言葉です。過去は変えられない。けれど

も、実は、未来もなかなか変えられない。な

ぜなら、脳は過去の延長線上に未来をつくる

仕組みだからです。よって、「昨日までの自

分」は容易には変わらないわけなんです。と

ころが、この「かも」を上手に使うことで、

自分の望むように変えることができる!! そ
んな方法が書かれています。例えば、悪い予

感がした時、次のように言い換えてみるわけ

です。「×また今度も失敗するかも。やっぱ

りダメかも→○もしかしたら、俺にもでき

るかも」このように、悪い予感を打ち消し、いい予感を作り出していく…。

まだまだ沢山の法則が載っています。ぜひ参考にしてみてくださいね♪小林 
 
 


